
・学生部門（高等学校、大学等に在学する方）

・一般部門

山形県の「美食」・「美酒」・「歴史・文化」のいずれか、もしくは組み合わせたテーマ

で作成した、県内の観光地や体験等を含んだ“日帰り旅行プラン”を募集します。

平成３０年８月１日（水）～１０月３１日（水）

最優秀賞（１組） ５万円分の旅行券

優秀賞（２組） ３万円分の旅行券

詳しくは下記ＵＲＬまたはＱＲコードよりホームページをご確認ください。

「やまがたへの旅」ホームページ http://yamagatakanko.com/1daytrip/

◇主催：やまがた観光キャンペーン推進協議会 ◇お問合せ：023-630-3362

応募部門

応募期間

募集内容

最優秀賞には
５万円分の旅⾏券を贈呈

たくさんの応募
待ってるよ〜♪

賞品（部門ごとに）



 

 

「山形日和。」１day tripコンテスト募集要項 
 

平成31年度に展開される「新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン」等

に向けて、地域の観光素材を自由な発想で旅行商品化することを目的に“日帰り旅行

プラン”を募集します。 

山形県の「美食」「美酒」「歴史・文化」の３テーマを核として、魅力的な観光地や

体験を組み合わせた“日帰り旅行プラン”を作成の上、ご応募ください。 

応募された中から優秀な作品には、賞品をお贈りします。 

 

 

１ 応募資格 

次の(1)又は(2)に該当する個人又はグループ 

(1)学生部門（高等学校、大学等に在学する者） 

(2)一般部門 

 

２ 応募内容 

以下の要件を満たした「日帰り旅行プラン」を作成してください。 

(1)山形県の「美食」「美酒」「歴史・文化」のいずれか、若しくは組み合わせ

たテーマとし、県内の観光地や体験を含む旅行とすること。 

(2)起点と終点は、県内の駅、空港及び温泉地等とすること。 

(3)応募作品は未発表又は発表予定のないものに限る。 

注１）平成31年度（平成31年４月～平成32年３月）に実施可能な企画商品を想

定して作成ください。 

注２）交通手段の指定はありません。 

注３）日帰りには３時間程度のコースも含みます。 

注４）１人で複数案の応募も可能です。 

 

３ 募集期間 

平成30年８月１日（水）～10月31日（水） 

 

４ 提出書類 

(1)企画概要【必須】（応募様式あり） 

(2)旅行行程表【必須】（応募様式あり） 

(3)旅行商品ＰＲ用のチラシ案【任意】 

旅行客を募集するにあたり、ツアータイトル、アピールポイント、旅行行程表等

が明確化されたチラシのデザイン案【仕様：Ａ４サイズ片面、色数：カラー】 

注１）写真等の使用にあたっては著作権等、知的財産に十分注意してください。 

注２）「旅行業者が旅行者と締結する契約等に関する規則第13条（広告の表示

事項）」の記載は必要ありません。 

注３）旅行代金の記載が必要な場合は「○○，○○○円」と表記してください。 

 (4)インスタ映えするイメージ写真【任意】 

   注１）写真等の使用にあたっては著作権等、知的財産に十分注意してください。 

 

 



 

 

５ 応募方法 

前項の提出書類２点（必須２点、他は任意）をメールにてご応募ください。 

【宛先メールアドレス】ybishoku@pref.yamagata.jp 

注１）メールの件名を「（氏名）「山形日和。」１day tripコンテスト応募」と

してください。 

 

６ 審査基準 

やまがた観光キャンペーン推進協議会内において、審査会を設け選考します。（平

成30年11～12月頃予定） 

(1)県内各地の魅力が盛り込まれているか。 

(2)斬新なアイデアが盛り込まれているか。 

(3)実現可能な旅行プランであるか。 

(4)来訪者に満足していただけるか。 

(5)「インスタ映え」する旅行であるか。 

等を基準に審査します。 

 

７ 審査発表 

審査結果については、審査会後にホームページで発表し、受賞者には直接連絡しま

す。また、受賞作品については、旅行会社に商品化できるようやまがた観光キャン

ペーン推進協議会から売り込みを行う予定です。 

 

８ 賞品 

学生部門：最優秀賞（１組） ５万円分の旅行券 

優秀賞  （２組） ３万円分の旅行券 

一般部門：最優秀賞（１組） ５万円分の旅行券 

優秀賞  （２組） ３万円分の旅行券 

 

９ その他 

(1)当該コンテストの応募にあたり、第三者との間に著作権・肖像権等の各種権利

に関する紛争が生じないように、作成者が責任を持って調整した上でご応募く

ださい。 

(2)応募作品に係る著作権法第21条から第28条に定める権利については、やまがた

観光キャンペーン推進協議会に帰属するものとします。 

(3)応募作品については、「やまがたへの旅」ホームページに掲載することがあり

ます。 

(4)個人情報の取扱いについて、やまがた観光キャンペーン推進協議会事務局は、

当コンテストを実施するにあたり、企画概要及び旅行行程表等にてお預かりし

た個人情報を、審査発表及び最終審査における連絡（メール送信又は電話連絡）

のみに使用し、ご本人の同意なく他の目的で使用することはありません。 

 

 

【お問合せ先】 

やまがた観光キャンペーン推進協議会事務局 

（山形県観光文化スポーツ部観光立県推進課美食・美酒ツーリズム推進室内） 

TEL:023-630-3362 MAIL:ybishoku@pref.yamagata.jp 



（１）企画概要

提出日 : 平成30年　月　日

【申込者】

部門
（該当するものに○）

ふりがな

氏名

ふりがな

共同制作者

学校名
学部・学科

(学生の場合）

職業
(一般の場合)

ＴＥＬ※１ e-mail※２

※２　受取可能なメールアドレスをご記入ください。

【旅行プランの概要】

旅行のテーマ
（該当するものに○）

・ ・

プランのタイトル

想定時期 月～ 月頃 旅行の対象者

プランのＰＲ

思い立ったきっかけ

「山形日和。」１day tripコンテスト

美酒

※１　日中必ず連絡が取れる電話番号をご記入ください（携帯電話可）。

美食

学生部門　　　・　　　一般部門

歴史・文化

住所



（２）旅行行程表

提出日 : 平成30年　月　日

スポット名称 市町村 添付

【記入上の注意】
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

【個人情報の取り扱い】

■提出書類チェックリスト

(1) 必須

(2) 必須

(3) 任意

(4) 任意

ybishoku@pref.yamagata.jp

「内容」は、「場所」や「何をするか」がわかるようにご記入ください。

「インスタ映え」する写真

提出先メールアドレス

応募にあたり、第三者との間に著作権・肖像権等の各種権利に関する紛争が生じないように、作成者が責
任を持って調整した上でご応募ください。

やまがた観光キャンペーン推進協議会事務局は、当コンテストを実施するにあたり、企画概要及び旅行行程表
等にてお預かりした個人情報を、審査発表及び最終審査における連絡（メール送信又は電話連絡）のみに使用
し、ご本人の同意なく他の目的で使用することはありません。

企画概要

旅行行程表

旅行商品ＰＲ用チラシ案

「添付」は、各スポットの「インスタ映え」する写真がありましたら「○」を選択し、写真を添付してください。

移動手段の指定はありません。

旅行代金の設定の必要はございません。

起点

②

「起点」と「終点」は、県内の駅、空港及び温泉地等としてください。

①

「山形日和。」１day tripコンテスト

「ＰＲポイント」は、各スポットのアピールポイントをご記入ください。

内容 ＰＲポイント

終点

③

④



（１）企画概要

提出日 : 平成30年10月1日

【申込者】

部門
（該当するものに○）

ふりがな

氏名

ふりがな

共同制作者

学校名
学部・学科

(学生の場合）

職業
(一般の場合)

〒

ＴＥＬ※１ e-mail※２

※２　受取可能なメールアドレスをご記入ください。

【旅行プランの概要】

・ ・

4 月～ 3 月頃 旅行の対象者

学生部門　　　　・　　　　一般部門

歴史・文化

山形市松波2-8-1
住所

山形　太郎

やまがた　たろう

やまがた　はなこ

山形　花子

○○大学○○学部

－

「山形日和。」１day tripコンテスト

990-8570

思い立ったきっかけ
若い女性を対象とした「山形のフルーツやワインを楽しむことができるプラン」があれ
ば、山形を訪れてくれる人が増えるのではないかと考えた。

美酒

プランのＰＲ

想定時期

気軽に山形のフルーツやワインを楽しむことができる。

山形日和。女子旅

20～30代の女性

※１　日中必ず連絡が取れる電話番号をご記入ください（携帯電話可）。

023-630-3362

旅行のテーマ
（該当するものに○）

プランのタイトル

美食

ybishoku@pref.yamagata.jp



（２）旅行行程表

提出日 : 平成30年10月1日

スポット名称 市町村 添付

ＪＲ赤湯駅 南陽市

熊野大社 南陽市 ○

髙橋フルーツランド
HATAKE Café

上山市 ○

高畠ワイナリー 高畠町

－ －

ＪＲ高畠駅 高畠町

【記入上の注意】
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

【個人情報の取り扱い】

■提出書類チェックリスト

(1) ○ 必須

(2) ○ 必須

(3) ○ 任意

(4) ○ 任意

ybishoku@pref.yamagata.jp

「山形日和。」１day tripコンテスト

「ＰＲポイント」は、各スポットのアピールポイントをご記入ください。

内容 ＰＲポイント

－

HATAKE Caféでランチ＆デ
ザートタイム

－

－

果樹園に併設された自然派カ
フェ。特製のフルーツパフェを
はじめ、季節のデザートやラン
チメニューが楽しめます。

東北最大級を誇る観光ワイナ
リー。無料で工場見学や試飲
ができます。秋には収穫祭も開
催されます。

－終点

③
高畠ワイナリーで工場見学・
試飲・買い物

④

起点

②

「起点」と「終点」は、県内の駅、空港及び温泉地等としてください。

① 熊野大社で良縁祈願

日本三熊野の一つで「東北の
お伊勢さま」と呼ばれます。良
縁にご利益がある神社として親
しまれています。

－ －

「内容」は、「場所」や「何をするか」がわかるようにご記入ください。

「インスタ映え」する写真

提出先メールアドレス

応募にあたり、第三者との間に著作権・肖像権等の各種権利に関する紛争が生じないように、作成者が責
任を持って調整した上でご応募ください。

やまがた観光キャンペーン推進協議会事務局は、当コンテストを実施するにあたり、企画概要及び旅行行程表
等にてお預かりした個人情報を、審査発表及び最終審査における連絡（メール送信又は電話連絡）のみに使用
し、ご本人の同意なく他の目的で使用することはありません。

企画概要

旅行行程表

旅行商品ＰＲ用チラシ案

「添付」は、各スポットの「インスタ映え」する写真がありましたら「○」を選択し、写真を添付してください。

移動手段の指定はありません。

旅行代金の設定の必要はございません。


